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令和２年度第３回茅ヶ崎市地域福祉推進委員会会議録 
 

議題 １ 開会 

２ 議題 

（１）次期計画の素案について 

（２）その他 

３ 閉会 

日時 
令和２年１０月１日（木） １８時３０分～２０時３０分 

 場所 
茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室４・５ 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

委員長  豊田宗裕 

副委員長 島村俊夫 

委 員  米重ヨウ子 

委 員  永田啓一朗 

委 員  石井忠彦 

委 員  小野田潤 

委 員  細谷誠 

委 員  杉山茂紀 

委 員  松戸康彰 

委 員  田島淳一郎 

委 員  坂本弘子 

委 員  片田朗子 

委 員  尾上美子 

（欠席委員） 

委 員  服部直也 

委 員  鈴木美佐子 

委 員  倉金榮 

 

（事務局） 

熊澤福祉部長 

大川福祉政策課長 

伊藤福祉政策課課長補佐 

小見福祉政策課主査 

加藤福祉政策課主事 
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（関係者） 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 

株式会社 日本能率協会総合研究所 

会議資料 

 

 

資料１ みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン２（第４期茅ヶ崎市

地域福祉計画・第６次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第１期茅ヶ崎市

成年後見制度利用促進基本計画素案） 

 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴者数 ０人 

 

（会議の概要） 

〇福祉政策課長 

ただ今より、令和 2年度第 3回地域福祉推進委員会を開催させていただく。 

 議事に入る前に、欠席委員の確認をさせていただく。本日は茅ヶ崎市障害者施設連絡会の服部委員、

一般社団法人茅ヶ崎医師会の鈴木委員より欠席のご連絡をいただいている。また、永田委員より遅れる

とのご連絡をいただいている。本日のこの会には、委員の半数以上のご出席をいただいているので、茅

ヶ崎市地域福祉推進委員会規則第 5条により、会議が成立していることをご報告させていただく。 

 次に、会議資料の確認を事務局よりさせていただく。 

〇事務局 

本日の資料を確認させていただく。まず A4の次第である。続いて資料 1、計画の素案である。あと 2

点、受付でお配りした、もしくはご持参いただいた計画本編と、緑色の中間評価結果、以上 4点になる。

資料確認は以上である。 

〇福祉政策課長 

それでは議事を開始する。 

 これから茅ヶ崎市地域福祉推進委員会の議事進行については、茅ヶ崎市地域福祉推進委員会規則第 4

条第 2項の規定により、豊田委員長にお願いしたいと思うので、よろしくお願いする。 

〇豊田委員長 

皆さん、こんばんは。本来だと、ここで議事録の署名人について皆さんにお諮りして、順番でというこ

とをやっていたが、9月 1 日に要綱が改定され、会議録の署名が廃止となったので、会議録の署名人の

指名というのはここでは行わないことになった。そこをご承知おきいただきたいということが 1点であ

る。 

 それからこの委員会は、自治基本条例の第 14 条第 3 号の規定によって、原則公開としており、本日

の委員会は公開とさせていただきたいと思うが、よろしいだろうか。公開の場合は、会議を傍聴できる

こととなっているが、事務局のほうで、今日は傍聴の方はいらっしゃるか。 

〇事務局 
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本日傍聴の方はいらっしゃらない。 

〇豊田委員長 

承知した。それでは早速、次第に沿って議事を進行していきたいと思う。お手元の次第の 2番目、議

題（1）であるが、「第 4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第 6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第 1期茅ヶ崎市

成年後見制度利用促進基本計画素案について」ということで、事務局のほうから説明をよろしくお願い

する。 

〇事務局 

それでは事務局より説明させていただく。着座にて失礼する。 

 まずお手元の資料（1）をお願いする。こちらは前回の委員会でいただいたご意見を踏まえ、修正お

よび加筆した計画素案である。本日は、前回の委員会からの主な修正箇所や、特にご意見をいただきた

い部分を中心に説明する。 

 初めに計画の表紙になるが、前回の会議でご協議いただき、採用されたプランの愛称を掲載した。ま

た、仮にではあるが、現行プランと区別するため、みんながつながるちがさきの地域福祉プラン「2」

を、今追加している。今までのまま、みんながつながるちがさきの地域福祉プランのままとするのか、

「2」を付けるのか。事務局としては「2」が付いていたほうが、現行計画との区別はつくかと思うが、

「2」と付いていると軽いイメージになるのではないかという迷いもあり、皆さんのご意見をいただき

たい。今のところ事務局案は、地域福祉プラン 2となっている。 

 次に資料を 4枚めくっていただき、目次の次のページをご覧いただきたい。左上に計画の体系と書い

てある。最終的な調整は改めて行うが、体系図をより見やすくするために見開きサイズに拡大し、主な

取り組みの文言を修正している。また、資料下段に注釈を付け、本計画におけるボランティア活動の考

え方について説明を加えている。 

 次に資料の 6ページをご覧いただきたい。こちらは計画における地域の捉え方として、前回の会議で

もご意見をいただいたが、本計画における地域と地区の用語の説明と、捉え方のイメージ図を掲載して

いる。また下段には、13地区の区分けの地図を掲載した。 

 次に 7ページをご覧いただきたい。こちらは SDGsのページであるが、前回の会議でのご意見を踏ま

え、本計画に関連の深い目標である、1・3・5・10・11の 5つの目標を取り上げ、説明をしている。ペ

ージの中段には、令和 3年度から始まる茅ヶ崎市総合計画においても SDGsが用いられていることを踏

まえ、本計画の取り組みを進めることを記載している。また、前回の委員会で、SDGsのこちらのアイ

コンがカラーで印刷する旨を事務局より説明したが、申し訳ないがこちらの認識違いである。計画書の

本文は一色刷りになるので、カラーではなく一色刷り、このままの形になる。お詫びして訂正する。 

 次に 10 ページをご覧いただきたい。こちらは「第 1 部 これまでやってきたこと」の「第 1 章 前

計画での取り組み」として、これまでの取り組みを実績とともに 23ページまでにかけてまとめている。 

 次に 24 ページをお願いする。こちらは「第 2 章 計画策定に向けた課題の整理」として、前計画の

振り返りやアンケート等から浮かび上がった課題を、5つのキーワードごとに整理している。25ページ

では「周知・啓発」のキーワード、以降残りの 4つのキーワードがまとめられている。ここまでは前回

の委員会でもそのまま進めさせていただいたので、次のところからが修正ポイントになる。 

 次は 30 ページをお願いする。こちらが、社会的な背景として国の動向等を掲載している。前回ご意



 4 

見をいただいた内容を踏まえ、取り上げる内容の見直しを行い、さまざまな分野の法改正等を記載して

いる。31ページの令和 2年度のところは、こちらも 10月に入ったので、今年度の状況を最新のものを

入れて、それで完成となる予定である。 

 続いて 37 ページをお願いする。こちら「第 2 部 第 2 章 計画の展開」である。ここでは、基本目

標別の展開として、それぞれ現状・課題、目指すべき姿、取り組みの方向性、主な取り組み、みんなで

行う取り組みをそれぞれ掲載している。以前の素案では 4コマ漫画を使用していたが、前回の会議での

ご意見を踏まえ、現状と課題、また目指すべき姿の一例を示すイラストを、それぞれ 1つずつ挿入する

形に変更している。現状の課題を解決し、目指すべき姿へのイメージを掴んでいただくことを狙いとし

ている。 

 1 ページめくっていただいて、38 ページの「目指すべき姿」の後ろには、「取り組みの方向性」とし

て「多様性の理解・啓発」、「居場所づくり」、「互いがつながる・受けとめ合う関係づくり」の項目を記

載している。主な取り組みとしては、重点的な取り組みとして「多様性への理解の促進」を、その他の

取り組みとして「イベントや講座等での理解促進・啓発活動」、「ミニデイ・サロンの普及・開発支援」

を記載している。 

 次に、39ページと 40ページに記載した「目指すべき姿を実現するためにみんなで行う取り組み」に

ついて説明する。この後、この網掛けの部分になり、40ページ上段の市の取り組みと市社協の取り組み

があり、さらにその下段に新たに追加した、エコマップのような図を作成している。こちらの図の中で

は、中心にある「地域に、さまざまな人と出会い、互いに尊重し合う関係が生まれる場をつくります」

が目指すべき姿としてあり、それに向けて住民や団体グループ、事業者や関係機関、商店・企業、市と

市社協がそれぞれ取り組むことを記載している。 

 こちらについて、後ほどご意見をいただければと思うが、39ページの四角で囲ってある「主な取り組

み」から、網囲いの「目指すべき姿を実現するためにみんなで行う取り組み」、さらに次のページへ行

って、市の取り組み、市社協の取り組み、そしてエコマップという流れになっている。なるべく内容を

シンプルに、そして重複するところをなるべく省略できるようにと思っている。今は全部書いてあるが、

39ページの四角の「主な取り組み」の後は、この網掛けの部分と、市の取り組み、市社協の取り組みは

省略して、エコマップを拡大して載せようと考えている。そういうシンプルな形にさせていただいても

よいかどうかを、皆さまのご意見をいただければと思っている。 

 続いて 41 ページをお願いする。こちらが「基本目標 2 活動する」についてであるが、先ほどの基

本目標 1と同様の構成となっている。現状・課題と目指すべき姿の一例を示すイラストは、町内会のお

祭りイベントを取り上げている。さらに取り組みの方向性、主な取り組み、みんなで行う取り組みを記

載している。こちらに関しても同様に、43ページからの「主な取り組み」の四角囲いの後は、網掛け部

分と市の取り組み、市社協の取り組みは省略して、エコマップのほうで説明させていただきたいと考え

ている。45 ページを見ていただきたい。前の時のコラム案が残っていたのを消し忘れており、45 ペー

ジのコラムに関してはこのまま掲載しない予定である。 

 次に 46 ページをお願いする。こちらは「基本目標 3 支え合う」についてである。現状・課題と目

指すべき姿の一例を示すイラストは、親の介護と子育ての両方を抱える母親を取り上げている。ダブル

ケアになる。さらに取り組みの方向性、主な取り組み、みんなで行う取り組みを記載している。 
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 次に 50ページをご覧いただきたい。本計画では、重点的な取り組みに「多様性への理解の促進」、「地

域参加の仕組み・きっかけづくり」、「相談支援体制・連携の強化」、「成年後見制度の普及・利用促進」

を位置付けており、それぞれの取り組みの概要と計画期間内に取り組むことを記載している。なお、成

年後見制度の普及・利用促進については、第 3章で取り組みの詳細について記載している。 

 次に 58 ページをご覧いただきたい。こちらでは第 3 章として、成年後見制度利用促進基本計画につ

いて、主な修正点等を説明する。前回の会議でのご意見を踏まえ、成年後見制度の現状と課題について、

全国や本市における制度の利用者状況などのグラフ情報を前段で載せていたが、それらは後ろのほうに

本当であれば付く資料編に移すことにしたので、こちらの計画素案の中からら、それらは今省かれてい

る状態になっている。 

 次に 62 ページをご覧いただきたい。こちらは、成年後見制度利用促進基本計画の中で目指すべき姿

として、スローガンの案を記載している。今は例として書かれているが、事務局で作成した案である。

「自分らしさを大切に 支えがあれば決められる みんなで権利を守り暮らしを支える地域づくり」が

事務局案となる。こちらの案については、この前の会議の後でいただいたご意見や、成年後見制度利用

促進研究会、また茅ヶ崎市障害者団体連絡会の皆さまからご意見をいただき、それらを基に事務局で作

成したものである。こちらのスローガンについては、皆さまのご意見を後ほどいただければと思う。 

 続いて隣の 63 ページをお願いする。こちらは取り組みの展開として、目指すべき姿の実現に向けた

取り組みを記載している。前回から追加されたところとしては、「（1）広報・周知を通じた理解促進・

啓発活動」の項目では、制度を利用するメリット・デメリットを新たに掲載している。 

 次に 65 ページをご覧いただきたい。こちらには「（4）地域関係機関同士のネットワークの構築」に

ついて、本市の地域連携のイメージ図を掲載している。本人と成年後見人とを地域全体で支えるために、

専門職や関係機関等がチームを形成し、協議会を含めた中核機関が専門的な支援を行っていく形を図で

示している。 

 次に 67ページをご覧いただきたい。こちらは計画の推進体制についてとなる。67ページでは計画の

推進体制として、本委員会や市社協の地域福祉活動計画推進委員会の説明等を記載している。 

 最後に 68 ページになるが、計画の進捗管理と評価方法について記載している。年度ごとに取り組み

状況の把握と総合的な評価を行うことや、新型コロナのような新たな課題が生じても、本計画の目指す

べき姿に近づくための検討を行い、実現に向けた取り組みを推進していくことが記載してある。 

 駆け足での説明となったが、計画素案の修正や、追記した部分等についての説明は以上となる。 

〇豊田委員長 

ありがとうございました。前回皆さんにも 1度見ていただいていて、その後の改正でそこを入れてい

ただいたものを、今ご説明いただいた。そこを中心に皆さんのご意見をいただければと思う。一応今日

は、こういう検討の場ということでは最後になるので、これまでも見ていただいた部分でもし気になる

ようなことがあれば、ご意見をいただければと思うので、よろしくお願いする。 

 それでは皆さんからご意見、質問等をお受けしたいが、少しボリュームがあるので 3つぐらいに分け

て受けていきたい。最初に素案の 1 ページから 32 ページまでの第 1 部の全体について、ご意見やご質

問をお願いしたいが、いかがだろうか。その前のところもあるので、その辺りも含めていかがだろうか。 

〇島村副委員長 
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まず 10 ページの下の図は、これはこれでいいのだが、できるだけ字を大きくしてもらいたい。横は

少し余裕があるようなので、何とかその辺を工夫して、少しでも大きな字にしていただければありがた

いということで希望したい。 

 それから 31ページの「社会的背景」のところで、令和元年のところは、全部本当に令和元年なのか。

平成 31年というのがないのかどうか。もしそういうものがあれば、括弧をして平成 31年というのを入

れておかないといけない思い、その確認だけである。完全に令和元年になってからのものだけなら別に

構わないと思うが、そこを確認しておいたほうがいいのではないかと気になった。 

〇豊田委員長 

そこはいかがだろうか。 

〇事務局  

ありがとうございます。まず平成 31 年度分があったかどうかを確認して、必要であればそのように

記載させていただく。また 10 ページの図と、ほかのところもそうだが、図やグラフは、最終調整のと

ころで可能な限り見やすくする。 

〇豊田委員長 

これはレイアウトで何とかなると思うので、よろしくお願いする。ほかにはいかがだろうか。 

〇石井委員 

同じような意見だが、テキストを、いろいろなところで同じポイントを使わないで大きくしたり小さ

くしたりしてほしい。これはカラーではないという話なので、余計にサイズをかなり変えて、重要なと

ころは大きくしたり、スペースをうまく使って、スペースがあることによってそこで少し考えるとか、

そういうものが形として全ページにわたってあるので、その辺をよろしくお願いする。 

〇事務局 

承知した。その辺を踏まえてレイアウトを考える。ありがとうございます。 

〇豊田委員長 

3ページの、こちらの図の中の文字は見にくい感じもある。 

〇坂本委員 

私だけかもしれないが、30ページに平成 27年、28年、29年、30年、令和と書いてあるが、そこの

ところを 2000何年と入れなくても大丈夫か。平成でやって令和でやると分かりづらいと思うので、2000

何年と入れたほうが分かりやすいのではないかと思った。 

〇豊田委員長 

これはいかがだろうか。 

〇事務局 

今は和暦表記で統一してあるが、西暦と併記する選択肢もあると思う。こちらの 30 ページなら併記

は可能だと思うが、場所によっては和暦だけになってしまうこともあると思う。それだけご承知いただ

ければ、可能な限り併記を入れられるところは併記をする。 

〇豊田委員長 

ここ数年、そういうふうにお感じになられる方は結構いらっしゃると思う。私も令和だと何年とか、

いまだに昭和だったら九十何年とか、そんなふうに思ってしまうものがある。そこはぜひ、見える形で
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書けるところは書いていただければと思う。ほかにはいかがだろうか。 

〇島村副委員長 

これも確認だが、6 ページの茅ヶ崎市における 13 地区というのは、この地区だけなのか、地区名を

入れるのかどうなのか。このイラストだけだとイメージが悪すぎるので、右側のほうなり左側のほうに

地区名だけ入れるとか、矢印をして名前を入れるとか、何かその辺を工夫しておかないと、ただ 13 地

区と言われてもという感じがする。その辺は考えていただけるとありがたい。 

〇事務局 

承知した。地区名を入れさせていただく。 

〇豊田委員長 

イメージ的には地区名だけにするか。前のは 10 ページ辺りに、町丁名から入っていたりしたが、そ

こまでは特にいいのか。 

〇事務局 

今のところ、このレイアウトの中では地区名が限界かとは思う。 

〇豊田委員長 

地区は入れておいていただかないと、12から 13になっている。32ページまでの第 1部に関しては、

皆さんよろしいだろうか。 

 続いて 33ページから 53ページまでのところで、第 2部のうちの 1章の計画の基本的な考え方、2章

の計画の展開についてのご意見、ご質問等をお受けしたい。 

 先ほど事務局から提案があった流れの、目指すべき姿、行う取り組みから、市の取り組み、市社協の

取り組みというのをカットして、最後のエコマップを載せるという案はいかがだろうか。 

〇島村副委員長 

あまりしゃべってはいけない立場だが、気になるので。37ページ以降にイラストがあり、イラストレ

ーターに作成を依頼するということなので、どういうイラストになるか今の時点で全く分からない状況

である。これについては今回の会議の中で、例えば事務局に一任するとか何かやっておかないと、まず

いのではないかという気がする。豊田先生が全部チェックしてくれるならいいが、冗談っぽく言うと、

イラストの才能があるかどうか分からない。 

 逆に言えば、事務局の普通の人でチェックしてもらって、それに委ねるということをここで決めてお

かないと、知らない間にどこかで決まってしまって、委員会は全然知らなかったということになってし

まうとまずいのではないか。そこだけ少し気になったので申し上げる。 

〇豊田委員長 

これは至極もっともなことだと思う。今ここにイラストを載せているが、このイラストで訴えようと

していることの趣旨がきちんと伝わるかどうかというのが、一番大きいのではないかと思う。現状の課

題とあるべき姿を載せているということでは、例えば 37ページと 38ページというのは、一気に話しか

けられて疲れて、「みんな久しぶりだな」と言っている人の中にも、こういう人がいるということを伝

えたいということだろう。そこら辺の感覚がずれていなければいいと思う。でも複数の目で見ていただ

いて、このイラストでいいかどうかをチェックしていただければと思う。そこは島村先生のお話にもあ

ったように、チェックを入れていただきたいと思う。ほかにはいかがだろうか。 
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〇石井委員 

イラストはそうだと思っていた。38ページの、イラストとは別で、一番上の「子どもの頃から福祉教

育を行う必要があります」と書かれているが、この福祉教育というのがピンと来ない。特に小学生に、

何をどうやって教えているかが分からないので、何かコメントをほしいという感じである。 

〇豊田委員長 

これはどうだろうか。 

〇事務局 

ここの中で福祉教育の具体例が、イメージが湧くようなコメントが入っているとよいということでよ

ろしいか。かしこまった。ここを、具体例などを交えてイメージが湧くようにさせていただく。ありが

とうございます。 

〇豊田委員長 

レイアウトの問題だと思うが、例えば 39 から 40 ページにかけて、「目指すべき」のところから「市

社協の取り組み」までを外した時に、その下にあるエコマップがどの程度の大きさになるのか。それは

ある程度統一する形にするのか。中身はすごくたくさん書いてあるので、これだけだとごちゃごちゃし

ているというのは先ほど思ったが、今言われたようにここが拡大されるという話になると、見やすいも

のになると思った。この大きさは統一されるのか。例えば 1ページを使ってしまうとか。 

〇事務局 

もし今のまま、網掛け部分や「市の取り組み」、「市社協の取り組み」を集約する形になると、そのま

ま 39ページの下段のところに入れ、なるべく大きくするイメージになるかと思う。おっしゃるとおり、

1 つの四角の中にたくさん文字が書いてあるので、やり方によっては、もう少し変えて、1 ページにす

る方法もあるとは思う。ただ全体のレイアウトの中で、1 ページまるごと行けるかどうかは、やってみ

ないと分からない部分がある。 

〇豊田委員長 

要するにここがメインになるわけだ。いろいろな人が関わって、それぞれに役割をここで出していく。

この間、委員の方たちにも、市の取り組みと市社協の取り組みだけではないという話で、そういうこと

も入ったと思う。ここは結構メインになるところではないかと思うので、なるべくこれも皆さんに見え

るように出していただきたいと思う。ほかにはどうだろうか。 

成年後見の前のところまで、53ページまでは大体よろしいだろうか。 

〇小野田委員 

細かいところだが、38ページの「目指すべき姿」のところに、多様性の説明の辺りで「地域には」と

いうところから、「年代、性別、障害、人種、価値観、性のあり方、職業、生活様式など」と書いてあ

る。その下の「多様性の理解・啓発」のところに同じものが書いてあるが、「価値観」の後に「性のあ

り方」が抜けている。その後のほうにも出てきたところがあって、「性のあり方」も入っていたと思う

ので、そこを統一していただいたほうがいいと思った。 

〇事務局 

承知した。ありがとうございます。 

〇豊田委員長 
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これは SDGsを使っているので、その辺のところの文言や捉え方を見ていただいて、なるべく統一し

た文言を使っていただければと思う。ほかはよろしいだろうか。また見つけられたところがあれば、言

っていただければと思う。 

 最後 3つ目の 54ページから 68ページ、最後のところ、成年後見制度の素案、利用促進基本計画、計

画の推進というところを見ていて、皆さんのご意見、ご質問をお受けしたいと思うが、いかがだろうか。 

〇島村副委員長 

僕は前回のものを持ってこなかったので分からないが、成年後見について、前の資料か、その前だっ

たか忘れたが、かかる費用のことについて記載があったような気がしたのが、今回はなくなっている感

じがした。僕の記憶違いなのか、前は、頼むとどのくらいとか、あれはもしかしたら違う資料で見たの

だろうか。 

〇尾上委員 

金額は書いていなかったと思うが。 

〇島村副委員長 

前から言っているが、利用する者にとっては、どのくらいお金がかかるのかというのがとても気にな

るのだが、これは本当にきれい事過ぎるのだ。では、みんなただで使えるのかということなのか。ただ

で使えないから、みんな二の足を踏んでいるというのが実際はあるのだ。そこの記述がないというのは

どうなのか。それで推進しようといっても、そんな推進はできない。そういう現実のところを、どこか

に入れていただきたいと思うが、それは無理なことなのか。 

〇豊田委員長 

事務局、前の資料はその辺はどうか。 

〇事務局 

前のところでもなく、今回は 64 ページの「（3）利用しやすい制度運営」の中に、四角の主な取り組

みの下から 2 つ目の星で、「申し立て費用や後見人報酬の助成件数の拡大など、助成のあり方について

検討していきます」と。若干表現は違うが、前回の素案でも同じことがこちらに記載されている。確か

「メリット・デメリット」のところでも費用のことが書いてあるが、具体的にいくらというところまで

ではない。 

〇島村副委員長 

そういうことをどこかに入れてほしい。例えば大まかに、ひと月 1万から 3万とか、何かそういうも

のが入れられないのかというのを、いつもすごく疑問に思っている。利用者に勧める側としては。 

〇豊田委員長 

その辺は尾上さん、いかがか。 

〇尾上委員 

家庭裁判所が公に出している書類の中に、報酬の目安というものがあるので、それを引用するという

のはありかと思う。ただ、今は過渡期で報酬の方針を変えるというのが出ているが、感覚的には、実際

それほど今までと変わらない報酬が出ている。家庭裁判所が外に出しているものに関しては、それを引

用して目安というのはよろしいかと思う。 

〇島村副委員長 



 10 

どう思うか。そういうのは必要がないのだろうか。僕たちは高齢者から相談を受けると、ただでやっ

てくれるのかと、まずあるのだが。 

〇尾上委員 

このプランは、後見制度に関しての細かなところまでを載せるものではないというところで作ってい

たと思う。報酬などの部分は細かいほうに当たると思っていたので、載せていないと思う。変更もあり

得るので、5 年間使うものとして載せるか、また別のものでそういうものは詳しく。費用はかかるが、

基本的に専門職となって、身内でももらえるが、後見人になった場合には報酬がかかる場合があるとか、

申立書類を専門家に頼んだ場合には費用がかかるとか、具体的にいくらなのかというのは、別のもので

見てもらうという形でもいいかと。まるきりただで使えないというのはおっしゃるとおりだ。 

〇島村副委員長 

一番は、僕たちは一生懸命後見人制度を利用者に説明をして、では考えようか、専門家の人に頼もう

かと言った時に、毎月こう費用がかかるのだということを言ったら、もうそれで終わりになってしまう

のだ。どのくらいというのが僕たちもよく分からない。場合によっては 2～3 万だろうかと、適当なこ

とを言うしかなくなるところがある。もし家庭裁判所のものがあれば、それのコピーの仕方で、例えば

（何年で出たもの）と書いておけば、それでいいのではないか。僕は、少なくとも何かの目安的なとこ

ろをここに入れておかないと、成年後見を推進するというのが一番の目的なわけだから、その時に一番

肝心なところを何も触れないで、それで推進しろと言っても、説明する者もしにくい。「どのくらい費

用がかかるかも分からないけれど、費用がかかるらしいよ」という説明では、僕たちは利用者にできな

い。それで推進しろと言っても無理なのだ。推進するということが目標なら、尾上委員が言われたよう

に細かく全部書く必要はないと思うが、目安的なことだけでもいいから、どこかに入れる必要があると

僕は思う。あとは市の考え方に任せる。 

〇事務局 

承知した。例えば 56 ページを開いていただくと、コラム風に制度の説明のところがある。ほかのペ

ージの空いているスペースに、先ほどお話のあった家裁の目安を、いつ時点という形で、あまり細かく

ならない範囲で、何となくイメージがつくという範囲で掲載させていただければと思う。ありがとうご

ざいます。 

〇尾上委員 

それを載せるのであれば、よく聞かれることとして、いくらなのかという目安はあるが、いくらか決

めるのは家庭裁判所が決めて、後見人が決めるわけではないと。決められた報酬はご本人の資産の中か

ら頂戴するので、ご本人の資産を超えて高額な報酬が出るということはない。 

家庭裁判所も、ご本人の年齢とか収支、黒字、赤字を見ながら報酬を決めていくので、ご本人の亡く

なるまでの生活ができなくなるような額の報酬を出すことはない。そもそもない方もいらっしゃるので、

生活保護とかご本人が出せない方の場合は、こういう市からの制度を使えるとか、申し立ての段階でも、

費用が出せない方はこういう制度を使えるというような流れでよろしいかと思う。 

〇事務局 

承知した。事務局でまた案を作るが、尾上委員の協力をお願いできればと思う。ありがとうございま

す。小野田委員もよろしくお願いする。 
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〇小野田委員 

この計画で利用促進の基本計画を紹介していって、今の島村副委員長の考え方は非常によく分かり、

利用する側にとっては費用というのが大きな目安となる。介護保険などのサービスの利用と違って、権

利擁護が主体であるというところを重点的に説明されているもので、そういう利用の仕方である。報酬

に関しては尾上先生がおっしゃったような記載で、資産に応じた報酬が発生する場合があると。ただし

報酬が支払えない場合には助成があるというような記載の仕方でいいと思っている。 

 基本的には、必要な制度であるにもかかわらず、まだ利用されている方が少ないとか、利用促進をし

なければならない理由がここに記載されていて、そういった方たちに対してつなげていくことが目的で

あれば、デメリットとして費用が明確でないとか分かりにくいとか、知的障害の方などは、特に親御さ

んがそういったところにデメリットを感じられて、利用が進んでいないところがある。研究会のほうで

もいろいろご議論されている中では、メリットが明確に伝えられる形で広報していくことが求められて

いると思う。そこの部分まで、この基本計画にまだ載せる段階ではないというところもあったりするの

で、今後そういうことが進められていくことによって、周知されていくのではないかと思っている。 

〇豊田委員長 

ありがとうございました。例えば 58ページから 61ページまでの「現状と課題」の部分で、これは書

き方だと思う。使うほうとか利用を促進させる側での課題のようなところで、先ほどの話とダブるかも

しれないが、問題となっているところを例えばゴシックにして、どういうところが問題だということが

分かるようにしたとすると、利用料の問題や負担の問題などをこういうところに入れておくというのは

一つあるのではないか。書き方は、先ほどいろいろとおっしゃっていただいたところがあるので、そこ

は検討だと思う。ともかく利用に当たって、ネックになっている部分がそこなのだということが、何か

一言書けるといいと思う。もし詳しいところであれば、別の引用に飛ばせるようにしておくといいので

はないかと思う。 

〇石井委員 

成年後見について何回か講習を受けたが、全然頭に入らない。滑ってしまうというか、体系がはっき

りしていない。これで行くと、何か絵でもあって、頭から尻尾まで、お金の問題も含めて、私は一体ど

こから入るのか、あるいは私は一体どこから見てくれるのかという絵がほしい。ワンセットにした流れ

でないと、これは 1つ 1つが常に切れている。だから 1つ 1つは分かるが、流れとして全然分からない

から、何回講習を受けても頭に入らない。私個人かもしれないが、そういうのがあるので何か工夫して

ほしいと思っている。 

〇事務局 

承知した。説明文なのかイラストなのか、また事務局で検討させていただく。ありがとうございます。 

〇豊田委員長 

これも盛り込む時に、尾上先生と、先ほどの利用を促進する側の小野田さんや島村さんのお話を聞い

ていただいて、そこを盛り込んでいただきたいと思う。ほかにはいかがだろうか。進捗管理の評価に関

しては、前回は特にそういう議論はあまりなかったが、この検討会、それからこういう評価基準という

のは作っていく方針で行くか。ここに書くかどうかは別だが。 

〇事務局 
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基本的には、67 ページ、68 ページのところで管理指標は置いていない。来年度以降の進捗管理のと

ころでは、これまでどおり指標も使いながら、実際の取り組みなどを総合的に評価していただけると思

っている。その際に、それぞれの目指すべき姿や取り組みの方向性に合致した内容に果たしてなってい

るのか、そこで足りないものが何なのかというお話をしていただきながら、総合的な評価をしていただ

ければと思っている。 

〇豊田委員長 

指標があまり明確にできないところが、この計画にはあるのだろうと思う。いろいろな制度が変わっ

たり、人々の生活の仕組みが変わったりすると、指標の問い方も変わってくるような気もしないでもな

い。今回はコロナのことが出てきたから、距離の取り方とか、そういうのが地域活動では非常に重要な

のだが、それができないことが問題になってきている。指標というのは時代と共に変わるかもしれない

ので、変わった時にどういうふうにそれをみんなで検討するか、どのように出すかというのは余地を残

しておいたほうがいいと思う。あまり決めてしまうと、逆に言うとそれがガチガチになってしまう。そ

れを書くかどうかは別にしても、そういう形で、みんなで検討することができるといいと思う。いかが

だろうか。成年後見のこの部分は、今回第 1期なので、おそらくやっているうちにいろいろなものが見

えてくるのではないか。本来、書き換えをするのは次の期になるかもしれないが、実際のいろいろな事

業をやっていく時には、都度それを確認しながら見ていかなければ駄目なのではないかと思う。ご質問

はよろしいだろうか。今までのところで最初に戻って、皆さんのほうから何か、ここはというのがあれ

ば。 

〇尾上委員 

成年後見制度利用促進のところだが、利用促進という名前は国から出ている名前であって、それを小

野田さんと持っている後見の会議の中でも、別に成年後見制度の利用を増やしたいとか、必要のない人

に使わせたいとか、そういうことは全く話していない。必要であるのに使っていない人、そもそも知ら

ない人、この人には成年後見制度を利用したほうが、この人の生活が豊かになるという人に届いていな

い部分に関して、フォローしていこうというところである。ご相談を受けて、お金がかかるからやめた

と言って、それで生活ができている人は使わなくても生活できる人だから、そういう人にわざわざ専門

職を付けて、費用を払って利用してもらおうという考えでは全くない。 

利用促進というもともとの名前がそれで決まってしまっているので、その辺と茅ヶ崎市の関係者の中

でお話ししたところで、少し離れている部分があり、ここは誤解を生みやすいと思う。まだ知らない方

がいらっしゃるから、知ってもらうというのが 1つと、本当に必要な人、虐待を受けている人とか、利

用することによって、第三者が付くことによって救われる方がいるはずなので、まずそこを救っていき

たいというところがある。これは説明ではないというところから始まっているので、細かな後見制度を

このページで全部まとめるというのは、何回聞いても難しいものを、これで読んで分かるところまでの

説明を載せられるかは難しい問題である。これをどういう位置付けでこのプランで載せるかというとこ

ろで、細かなところを載せ出すときりがないから、まず細かな部分は省こうというところからスタート

している。そういう目線で確認していただきたいと思う。 

〇豊田委員長 

何か付け加えたほうがいいものはあるか。趣旨的には、今尾上先生が言われたようなところ、これを
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そもそも作った理由が入っている。そこがそういうところなのだということが伝わってくるものは、ど

こかに入っているか入っていないかも含めて、もう 1回見ることが必要だと思う。先ほど石井さんも言

われたような、全体が分かるようなもの、この制度はこういうものなのだと、確かに本当に使いたい人

が使えていないということが分かるような、何かがあるといい。なかなか難しいかもしれないが、制度

がパッと見で見えるものというのは何かあるか。 

〇尾上委員 

例えば市長申し立てで、このように生活が変わったという事例を何か載せるとか、そういうものがあ

るとイメージがつくのではないか。 

〇豊田委員長 

事例はいいかもしれない。 

〇尾上委員 

家庭内でネグレクトされているような人を、市が関わって更生につなげて、今はきちんと施設などで

生活できているとか、そういうものがあると一般の方は分かりやすい。 

〇小野田委員 

まず 1 点だが、中核機関の説明が 62 ページに出てくるところで、その前にどこか中核機関を設置す

るという文言があるのか。自分が見つけられなかったのかもしれないが。利用促進の中で中核機関が担

う役割というのは大きくなってくるので、なお分かりにくくなるかもしれないが、そういう説明を入れ

たほうがいいと思った。 

 また利用の件だが、今日たまたま他市の成年後見利用促進の検討会に出ていた。その中で中核機関を

スタートしているところなので、少しずつ進めている。利用が少ないとか、先ほどお伝えしたような知

的障害者の利用に関して、成年後見人が付いて、後見人と当事者の一対一の関係で、親御さんとしては、

自分のお子さんが 1人の人に決められてしまうといった不安感が大きいと、親の会の方がおっしゃって

いた。そこも利用につながっていない理由の一つであることから、そこの取り組みとしてはチーム支援

ということを前面に出した。 

例えば必要な方の支援の中で、進捗管理なり財産を管理する時にチームで決めていく。後見人はもち

ろん主体だが、後見人が 1人で動かしているのではないというところが周りに見えてくると、安心して

利用につながるのではないかという話が出ていた。先ほど尾上委員がおっしゃっていた事例のようなと

ころで、支援者が関わっていて後見支援をしているという、65ページの「本人と成年後見人とを支援す

るチーム」というところをピックアップして、事例のような形で紹介するといいのではないかと思った。 

〇事務局 

ありがとうございます。事例のところは、茅ケ崎市で目指すところもアピールするのを含めて、今小

野田委員からお話があったとおり、チーム支援も含める。できれば、重点項目にも掲げている相談支援

体制のところがあるので、書ききれるかどうかチャレンジしてみる。なるべく権利擁護の面で、明らか

に成年後見制度が必要というよりは、地域の方で心配だというのがあって、よく分からないがみんなで

関わって、状況確認をして、市長申し立てやチームができるといった事例で説明させていただければと

思う。 

 前段の中核機関の説明については、64 ページの下のほうの「主な取り組み」の、下から 2 つ目のポ
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チで中核機関の設置についての説明が入っている。ここをもう少し手厚い感じで、中核機関のイメージ

が湧くように書き足しさせていただければと思う。 

〇豊田委員長 

この部分は、今回初めての計画だと思うので、もしかしたらここは、そういう見やすいものや事例の

ようなものを少し入れていただいて、皆さんにイメージしていただくことのほうがいいと思う。確かに

なぜチームが必要なのかと言われ出すと、説明でやるよりは、先ほど小野田さんがおっしゃったような

形のほうが見やすいかもしれない。その辺は皆さんに利用を促す、正しい理解をしていただけるような

ものがいいと思う。 

〇片田委員 

余談になってしまうかもしれないが、市長申し立てのところで、例えば茅ヶ崎市で利用対象者はこう

いう方というのが、今は検討段階なのかもしれないが、そういうものがもし決まっているならば、その

要件を足してもいいのではないかと思う。 

 もう 1つ全体的なところだが、余白がいろいろなところに出てくると思うが、ここは字が大きくなる

とか、絵が入るのとか、何かそういう想定はあるのか。 

〇事務局 

余白のところについては委員がおっしゃるとおり、イラストが入るところ、もしくは図やグラフが大

きくなるところもある。もちろん余白のままのところもあると思うが、有効活用する予定になっている。 

 前段の市長申し立ての基準に関しては、関係機関がこういう方をこういうふうに見つけて、こういう

条件だったら、こういうふうに支援していくという、運用のイメージのことでよろしいか。 

〇片田委員 

茅ヶ崎市として何か基準があるのか。あるのであれば、注釈として載せるのはどうだろうかと思った。 

〇事務局 

今は制度上の基準という意味ではあるが、それ以上のものはないので、掲載はできないと思う。 

〇片田委員 

分かった。ありがとうございます。 

〇豊田委員長 

皆さん、大体よろしいだろうか。この後もというのはあるかもしれないが、一応今皆さんからいただ

いた意見は盛り込むということで、この会議の事務局のほうにもお伝えいただいたので、それを盛り込

んで最終的なものを。もちろんパブリックコメントをやらないといけない部分もあるが、今出していた

だいたものを盛り込んで、もう 1回書いていただくようになると思う。一応、今皆さんから意見をいた

だいたということでよろしいだろうか。それでは、ただ今皆さんからいただいた意見を資料 1に盛り込

ませていただいて、こちらのプランを最終的なものに作り上げていきたいと思う。 

 一番最初に言われた、「地域福祉プラン 2」は、皆さんどうだろうか。今 2というのが出ているが、2

を入れたほうがいいのか、元のままがいいかということになるが、いかがだろうか。 

〇坂本委員 

2があったほうがいいと思う。前のとも違うので、新しいとわかるほうがいいと思う。 

〇豊田委員長 
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2でいいか。 

〇坂本委員 

私はそう思う。 

〇豊田委員長 

皆さんはどうだろうか。大した問題ではないだろうが、いかがだろうか。 

〇尾上委員 

区別をつけるために、何か付いていたほうがいいと思うが、2 の次には 3になるのかというのもある

ので、2に関わる何か別なアルファベットをくっ付けてもいいわけだろう。 

〇豊田委員長 

そのほうがいいだろう。昔でも、こういうものが出ると頭に「新」と付けて、新何とかというのがあ

ったが、2なら 2というふうにしたいと思う。これはよろしいだろうか。では 2を付けて、新しい名称

でということでお願いしたい。よろしくお願いする。 

 一応これについては、先ほど皆さんにいただいた意見をもう 1回盛り込む。ただ、ここでまた議論を

することがないので、これについてはどうだろう。事務局と、例えば私や島村先生も入って。 

〇島村副委員長 

イラストは先ほど言った。文章全体については委員長のほうでチェックをしていただきたい。という

のは、1 つには委員長のほうで、社協でやる活動計画の意見も踏まえて一緒にまとめていただく。そう

しておかないと困るので、その点はこのメンバーで社協の意見も踏まえ、今日の委員さんの意見も踏ま

えて作ったものについて、委員長に一任するということにしておかないと困ると思う。文章については、

ぜひ委員長にチェックをお願いしたいと思うが、皆さんいかがだろうか。 

〇豊田委員長 

活動計画のほうもまだ委員会があるので、そちらのほうの意見もまた出てくると思うので、それも踏

まえる。 

一応この会としては、今日皆さんからいただいた意見もこの中に盛り込んでいって、また社協の意見

も踏まえた上で、最終的に私のところと、こちらと一緒に見ながらということで。この会としては、皆

さんから意見が出たものを、私のほうでチェックさせていただくということでよろしいか。ありがとう

ございます。ではそういう形でこの後進めていきたいと思うので、よろしくお願いする。 

 それでは、議題（2）のその他であるが、事務局から。 

〇事務局 

計画策定における今後のスケジュールについてご説明する。本日委員の皆さまからいただいたご意見

と、明日の活動計画のご意見を踏まえて素案を修正した後、両委員長にご確認いただいた上で最終的な

案を作成する。その後、地域福祉推進委員会から市長へ答申を行い、11月に予定されている市議会全員

協議会で、計画の内容とパブリックコメントの実施について説明を行うことを予定している。また次回

の委員会は 2月から 3月の開催を予定しているので、よろしくお願いする。事務局からは以上である。 

〇豊田委員長 

説明のあった流れで行きたいと思う。先ほど島村委員からお話があったように、この後また社協の会

議があるので、そちらの意見も踏まえて、またチェックをさせていただきたいと思うのでよろしくお願
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いする。 

 今日は一応この計画を作って、この後市の委員会として議会へかけていくということなので、最後に

福祉部長さんのほうからお話しをいただければと思う。よろしくお願いする。 

〇福祉部長 

「みんながつながる茅ヶ崎の地域福祉プラン 2」については、昨年の 7月に諮問をさせていただいた。

その間、コロナ禍において中止や、書面会議になってしまった会議もあったが、本日の会議をもって答

申案が策定できるような運びになった。その間、豊田委員長、また市社協の活動計画の委員長である島

村副委員長に、また皆さまにおかれては、その間終始慎重に、かつ熱心なご議論をいただき本当にあり

がとうございます。感謝申し上げる。 

 スケジュールについては、ただ今事務局から説明のあったとおりに進めさせていただければと考えて

いる。月並みな言葉ではあるが、計画については策定が目的でもないし、ゴールでもない。この計画に

いかに実行性を担保していくかというのが、大変重要だと思っている。そういった意味において、皆さ

まにおかれては、引き続き計画の進行管理もしていただく形になるかと思う。ご負担をおかけするが、

事務局としてもしっかりとサポートして参るので、引き続きご協力賜れば幸いである。本日はありがと

うございました。 

〇豊田委員長 

ありがとうございました。こういう状況の中で何とか諮問にこぎつけて、こういう案ができたという

のは、私はすごくうれしいと思う。よその自治体に行くと、今は本当にこれが止まっていて、全然でき

ていないところのほうが多い。そういう点では、茅ヶ崎市は皆さんお集まりいただいて、こういう議論

ができたというのは素晴らしいことだと思い、委員長の私も皆さんに感謝申し上げたいと思う。どうも

ありがとうございました。 

 それでは、皆さんからいただいた意見が今日まとまったので、以上をもって第 3回の地域福祉推進委

員会をこれで終了したいと思う。今日はどうもありがとうございました。 

 

 


